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　　対象機種：
　　　　　　　KV-S8147-N / KV-S8127-N
　　　　　　　KV-S7097-N
　　　　　　　KV-S7075CN
　　　　　　　KV-S5078Y-N
　　　　　　　KV-S5076H-N / KV-S5046H-N
　　　　　　　KV-S5055CN
　　　　　　　KV-S4085CWN / KV-S4065CW
　　　　　　　KV-S2087-N
　　　　　　　KV-S1065CN / KV-S1046CN
　　　　　　　KV-S1057C-N2 / KV-S1027C-N2
　　　　　　　KV-S1045CN
　　　　　　　KV-S1026CN / KV-S1015CN
　　　　　　　KV-S1025CN
　　　　　　　KV-N1058Y-N

===========================================
◆ 21.4.0.3 → 21.4.0.4  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○海外モデルへの特定用途への更新。

===========================================
◆ 21.3.0.3 → 21.4.0.3  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○空白ページスキップなどによりすべての原稿がスキップされた場合のメッセージ表示を改善しました。

===========================================
◆ 21.2.0.1 → 21.3.0.3  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○海外向け機種対応のために更新しました。

===========================================
◆ 21.1.0.4 → 21.2.0.1  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○セキュリティ性向上のために以下の変更を実施しました。
  実行ファイルがインストールされるフォルダのアクセス権を、一般ユーザーでは書き込み不可へ変更

===========================================
◆ 21.1.0.3 → 21.1.0.4  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○マイナーバグを修正しました。

===========================================
◆ 21.1.0.3(更新 2020/8/5版) 変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○以下の[デバイスドライバー]の不具合に対応いたしました。

　◆[デバイスドライバー] ver20.00(更新 2020/8/5版) 変更点一覧
　○以下の不具合修正を行いました。
　　◇2020/8/1以降のインストールにおいて、デバイスドライバーのインストール失敗により
    　スキャナーが認識されない現象の対応を行いました。

===========================================
◆ 21.1.0.2 → 21.1.0.3  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○以下の不具合修正を行いました。
　◇インプリンターで文書番号を印字する設定でかつ、"継続読取モード"がONの設定において、
    フラットベッドからスキャンした場合に、スキャンが正常に終了しない不具合を修正しました。

===========================================
◆ 21.0.0.8 → 21.1.0.2  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○バーコードの初期設定で選択されている種別を変更しました。
  バーコード種類設定にすべてクリアーボタン、初期設定ボタンを追加しました。

===========================================
◆ 20.2.0.3 → 21.0.0.8  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○対応機種を追加しました。
　追加対応機種：KV-S5078Y-N

○以下の機能拡張を行いました。



  薄文字強調
　インプリンター/デジタルインプリンターの文書番号出力

===========================================
◆ 20.1.0.0 → 20.2.0.3  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○[原稿方向補正]機能について以下の言語サポートを追加しました。
   "スロベニア語" 

===========================================
◆ 20.0.0.3 → 20.1.0.0  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○海外向け機種対応のために更新しました。

○対応OSが変更になりました。
　追加対応OS：Windows Server 2019

===========================================
◆ 19.0.0.2 → 20.0.0.3  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○以下の機能拡張を行いました。
　　　- 読取方法に "ADF 片面 (裏面)"を追加
　　　- 解像度に 50dpiを追加
　　　- マルチストリーム時でのカラーまたはグレー画像と白黒画像との解像度比 2/3を追加
　　　- 白黒カラー自動判別時でのカラーまたはグレー画像と白黒画像との解像度比 2/3を追加
　　　- 読取エリア設定時の傾き補正対応
　　　- 原稿サイズに下記サイズを追加  

Executive、B5(ISO)、B6(ISO)、C5、C6
　　　- デジタルインプリンターに拡張モードを追加

任意の文字の印字に対応、文字方向の横方向への印字に対応
　　　- デフォルト設定値の変更

ダイナミックスレッシュホールド:オフ -> オン
　　　- 簡易ダイアログの追加

===========================================
◆ 18.6.0.1 → 19.0.0.2  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○[原稿方向補正]機能について以下の言語サポートを追加しました。
   "チェコ語", "ハンガリー語, "ルーマニア語", "クロアチア語", "ギリシャ語", 
   "タイ語", "ベトナム語"
　* [原稿方向補正]機能で"ギリシャ語"と"タイ語"を使用するには
　 文字認識ソフト(OCREngine) バージョン 2.9以降が必要です。

===========================================
◆ 18.5.0.1 → 18.6.0.1  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○特定用途のために更新しました。

===========================================
◆ 18.3.0.0 → 18.5.0.1  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○バーコード種類：DataMatrixに対応しました。

===========================================
◆ 18.2.0.6 → 18.3.0.0  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○バーコード種類：Aztecに対応しました。

===========================================
◆ 18.1.0.2 → 18.2.0.6  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○対応機種を追加しました。
　追加対応機種：KV-N1058Y-N

○以下の不具合修正を行いました。
　◇一部の機種において、スキャン中にアプリケーションからキャンセルを実施した場合、
　　正常にキャンセルできない場合がある不具合を修正しました。

===========================================
◆ 18.1.0.1 → 18.1.0.2  変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○以下の不具合修正を行いました。
　◇ネットワーク対応モデルにおいて、ネットワーク接続している状態で、初めてUSB接続する場合、
　　USB接続したスキャナーが認識されない場合がある不具合を修正しました。

===========================================
◆ 17.0.0.11 → 18.1.0.1  変更点一覧



--------------------------------------------------------------------------------
○対応機種を追加しました。
　追加対応機種：KV-S1057C-N2 / KV-S1027C-N2

===========================================
◆ 16.1.0.1 → 17.0.0.11 変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○対応OSが変更になりました。
　追加対応OS：Windows Server 2016

○インプリンター、デジタルインプリンタ文字列にの日付の印字(%XD)を追加しました。

===========================================
◆ 15.0.0.14 → 16.1.0.1 変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○対応機種を追加しました。
　追加対応機種：KV-S8147-N / KV-S8127-N

===========================================
◆ 14.3.0.1 → 15.0.0.14 変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○対応機種を追加しました。
　追加対応機種：KV-S7097-N

○デジタルインプリンターに増分タイミングが追加になりました。

○デジタルインプリンター対応機種を追加しました。
　追加対応機種：KV-S7097-N、KV-S7075CN、KV-S5076H-N、KV-S5046H-N、KV-S5055CN、
　　　　　　　　KV-S4085CWN、KV-S4065CWN、KV-S1065CN、KV-S1046CN、KV-S1045CN、

KV-S1026CN、KV-S1025CN、KV-S1015CN

○バーコード種類：ベアラバー付きのITFに対応しました。

===========================================
◆ 14.1.0.0 → 14.3.0.1 変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○[原稿方向補正]機能について以下の言語サポートを追加しました。
   "ポーランド語", "オランダ語", "デンマーク語", "スウェーデン語", "ポルトガル語"

===========================================
◆ 13.2.0.1 → 14.1.0.0 変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○機種共通インストーラに変更しました。
　対象機種：
　　　　　　KV-S7075CN
　　　　　　KV-S5076H-N / KV-S5046H-N
　　　　　　KV-S5055CN
　　　　　　KV-S4085CWN / KV-S4065CWN
　　　　　　KV-S2087-N
　　　　　　KV-S1065CN / KV-S1046CN
　　　　　　KV-S1045CN
　　　　　　KV-S1026CN / KV-S1015CN
　　　　　　KV-S1025CN
○対応OSが変更になりました。
　追加対応OS：Windows 10
○読取条件のデフォルト設定を変更しました。
　傾き補正:オフ -> オン
　原稿領域自動切り出し:オフ -> オン
○KV-S1026/1015のマージン長さを 10mm-> 14mmへ変更しました。
　(スキャナー本体のファームウェアが対応している必要があります)
○以下の不具合修正を行いました。
　◇特定のアプリケーションでLoadLibraryエラーが発生する不具合を修正しました。
　◇以下の読取条件を同時に設定してスキャンした場合にパラメータエラー（ID:3026）が
　　発生する不具合を修正しました。
　　読取条件：
　　　　　　ADF両面
　　　　　　白黒画像(ダイナミックスレッシュホールド)
　　　　　　傾き補正：オン
　　　　　　スムージング：オン
　　対象機種：
　　　　　　KV-S7075CN
　　　　　　KV-S5055CN
　　　　　　KV-S1065CN / KV-S1046CN
　　　　　　KV-S1025CN
　　　　　　KV-S1045CN

===========================================



◆ 13.1.0.1 → 13.2.0.1 変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○以下の不具合修正を行いました。
　◇特定のアプリ(Adobe社製:PhotoShop, Acrobat)でスキャン実行時にエラーとなる不具合を
　　修正しました。
　◇特定のアプリで以下の機能が使用できない場合がある不具合を修正しました。
      - 傾き補正
      - 原稿領域自動切り出し
　　　- 原稿方向補正
      - 境界削除
      - パンチ穴除去
　　　- 空白ページスキップ
  ◇特定のアプリで、TWAINドライバーUIを表示しないモードで、用紙をセットせずにスキャン実行した場合に、
　　スキャン処理がロックする場合がある不具合を修正しました。

===========================================
◆ 12.0.0.0 → 13.1.0.1 変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○以下の不具合修正を行いました。
　◇黒背景で、境界削除：自動を設定して、読み取りを行った場合に、原稿によっては、
　　アプリケーションエラーとなる不具合を修正しました。
　◇他 マイナーバグを修正しました。
○原稿方向補正の言語にトルコ語を追加しました。

===========================================
◆ 10.1.0.0 → 12.0.0.0 変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○以下の不具合修正を行いました。
  ◇CAP_XFERCOUNTに 255以上の値を設定された場合、-1が設定されたこととしエラーと
　　しないよう変更しました。
　◇特定のアプリでTW_ENUMERATION形式の設定を行った場合にエラーとなる不具合を対策
　　しました。
　◇特定のJavaアプリケーションで、スキャン実行するとフリーズする場合がある不具合
　　を対策しました。
　◇インプリンターの開始番号自動更新をオフに設定していても、紙詰まり後の継続指示
　　で印字番号が更新される不具合を対策しました。
　◇特定のアプリでICAP_BITDEPTHを設定してスキャン実行した場合にエラーとなる不具合
　　を対策しました。
　◇［TWAIN］ダイアログボックスのサイズを小さくしました。

===========================================
◆ 10.0 → 10.1.0.0 変更点一覧
--------------------------------------------------------------------------------
○対応OSが変更になりました。
　追加対応OS：Windows XP 64bit, Windows Server 2003,
              Windows Server 2008, Windows Server 2012
○スキャンカウンター表示に対応しました。
○紙ジャムエラー発生時にスキャンを再開できるように対応しました。
○デスキュー角度精度を改善しました。


